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※こちらは正式なパンフレットではございません。お申込みの際は必ず各社パンフレットをご請求いただき、内容をご確認の上お申し込みください。
※協同組合へのお申込みのご依頼をいただきますと、旅行会社より詳しい資料と旅行条件書をお送りいたしますので、必ず詳細をご確認くださいますようお願いします。
※運送機関等の運賃・料金が値上げされた時は、その差額をいただく場合もございますのでご了承ください。　※掲載の写真は全てイメージです。

このツアーは、大阪府医師協同組合、京都府保健事業協同組合、神戸医師協同組合、滋賀県医師協同組合、奈良県医師協同組合、和歌山県医師協同組合による共同企画です。
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 OMCホームページにてWEBパンフレット掲載中 ！https://www.omca.or.jp/travel/tour.html

TEL.077-516-8660■滋賀県医師協同組合旅行係 TEL.0742-34-7991■奈良県医師協同組合旅行係 TEL.073-422-2678■和歌山県医師協同組合旅行係
TEL.06-6768-2047■大阪府医師協同組合旅行係 TEL.078-241-8819■神戸医師協同組合旅行係TEL.075-223-1493■京都府保健事業協同組合旅行係

旅行企画
・実施

1-1～1-10
2-1～2-18

1-11
2-19・2-20コース番号

コース番号

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼0回・夕1回）

1/13
(日)

新大阪駅（9:40頃発）／京都駅    三島駅
※昼食は車内で各自お済ませください。

★20：00～約20分ホテルより河口湖冬花火をご覧いただけます
★宿泊：2018年10月オープンの全室スイート仕様のラグジュアリーホテル。
　　　 バルコニー付・温泉露天風呂付59.7㎡のお部屋
★温泉：客室の露天風呂でごゆっくり
☆夕食：森のリゾートで愉しむ甲州牛の肉料理をはじめとした料理

＜ふふ河口湖＞

◆グループ毎の観光タクシーをご用意◆
三島駅（12:00頃）＝東山旧岸邸（森閑な日本邸宅、岸信介元首相が晩年
を過ごした自邸を見学、老舗和菓子店「とらや」の工房もございます）
＝忍野八海(富士山からの伏流湧水により生じた八つの湧水池）
＝河口湖温泉(16:00頃)
※東山旧岸邸の見学料300円は別途現地にてお支払ください

1/14
(月・祝)

朝食後、チェックアウトまでごゆっくりお過ごしください（チェックアウトは～
11：00です）＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
ホテル＝観光タクシー（約1時間30分）＝三島駅
三島駅（13:45頃発／15:45頃発)   京都駅／新大阪駅（16:00頃着／18:00頃着）

※観光タクシーは１日目４時間、2日目は2時間ご利用いただけます。観光タクシーのアレンジも承ります【別途料金】

同行いたします添乗員

平成31年1月13日（日）～14日（月・祝）旅行期間

お一人様 139,000円（2名様1室）
※行き：東京→宇都宮間グランクラスご希望の場合、お一人様6,680円追加

旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

鬼怒川温泉／鬼怒川金谷ホテル（ベッド付和室）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：関東自動車）

交通機関

同行ありません添乗員

平成31年1月13日（日）～14日（月・祝）旅行期間

お一人様 148,000円（2名様1室）旅行代金

10名（最少催行人数2名）募集人数

河口湖温泉／ふふ河口湖（露天風呂付洋室59㎡）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】交通機関

日本旅行企画 担当：秋本日本旅行企画 担当：山根1-1
～歴史と伝統が息づく和のラグジュアリーリゾート～
毎回大好評の高級宿「鬼怒川金谷ホテル」と
平成最後の日光東照宮 ２日間

栃木
2日間

1-2
～グループ毎に観光タクシーをご用意～
10月オープン！全室スイート露天風呂付客室
『ふふ河口湖』フリー 2日間

山梨
2日間

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」。その中でも最も有名な「日光東照宮」をガイ
ド案内付きで参拝いたします。平成の締めくくりに想いをはせて、お参りいたします。
 ※平成の大改修により、工事中または、一部ご覧になれない箇所もございます。予めご了承ください。

弊社ツアーでも大好評の歴史と伝統のリゾート「鬼怒川金谷ホテル」。
創業者「ジョン金谷鮮治」が目指した“もてなし”の心と“美学”に溢れた

ダンディズムの世界や、モダンで洗練された空間とサービスをお楽しみください。

旅のPoint

三島駅～ホテル間はグループ毎に観光
タクシーをご用意いたします。モデル
コース以外にもお好みの行程にアレン
ジも承ります(※)

2018年10月に誕生し
た全室スイート仕様のラ

グジュアリー旅館「ふふ河口湖」へご案
内。早めの到着、チェックアウトまで、
ゆっくりの滞在でお寛ぎいただけます。

旅のPoint

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼1回・夕1回） 

1/13
(日)

新大阪駅（9：30頃発）／京都駅　 東京駅　 宇都宮駅 ※昼食：フリー（列車
内でお済ませください） ★東京→宇都宮間「グランクラス」の場合、車内で軽食・ドリ
ンクのサービスがございます。
＝東武ワールドスクエア（世界各国の遺跡や建築物を再現した博物館）＝鬼怒川温泉
★宿泊：広々とした金谷スタイルのベッド付和室（テラス付66㎡）
★温泉：四季折々に鬼怒川の大自然を楽しめる温泉大浴場
☆夕食：懐石料理をベースに洋のテイストを取り入れた金谷ならではの
　　　 おもてなし料理

＜鬼怒川金谷ホテル＞
朝食後＝日光東照宮（専門ガイドと共に世界遺産を参拝）＝日光田母沢御用
邸記念公園（大正天皇をはじめ3代にわたる天皇・皇太子がご利用になった邸宅）
＝昼食：日光名物のゆばを使った日本料理
＝宇都宮駅　 東京駅 　京都駅／新大阪駅（19：20頃着）

2
日
目
1/14
(月・祝)

世界遺産・日光東照宮へ
鬼怒川金谷ホテルの金谷流懐石～和敬洋讃～
（ワインは別料金）

伝統と文化が息づく
日光田母沢御用邸

ふふ河口湖

河口湖冬花火

ホテル内ダイニング

広々としたベッド・テラス付客室
（鬼怒川金谷ホテル）

富士山が見える客室からの眺望

山本
0120-06-1131

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1-7-8

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-2-2 井上難波ビル3階

ANTA正会員

0120-86-3459
三好克也 三好・平野

平日／10：00～18：00　土／10：00～15：00  日・祝／休み
ANTA正会員
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旅のPoint

＜まつや千千＞あわら温泉の中でも北陸最大級の広さを誇り、「日本の宿100選」にも
　　　　　　  連続入選している人気宿。お部屋は新館せんせん館の特別フロア内に
　　　　　　  ある全室源泉露天風呂付客室をご用意。
＜グランディア芳泉＞七千坪という広大な敷地面積を誇るリピーターが多い老舗旅館。
　　　　　　　    お部屋は「別邸 個止吹気亭」の全16室の源泉露天風呂付客室をご用意。

閑静な田園に整然と立ち並ぶ温泉街・あわら温泉。歌人・与謝野晶子も
愛したといわれる古い伝統と歴史を誇る、北陸有数の温泉です。また、

歴史ある曹洞宗大本山永平寺や東尋坊など、観光スポットもございます。

同行ありません添乗員

①平成31年1月12日（土）～13日（日）
②平成31年1月13日（日）～14日（月・祝）

旅行期間

お一人様 78,000円（2名様1室：まつや千千）
お一人様 95,000円（2名様1室：グランディア芳泉）
※カニ会席に変更ご希望の場合は、お問い合わせください。
※【両旅館共に】グリーン席ご希望の場合、お一人様往復7,180円追加

旅行代金

各日4組（最少催行人数2名）募集人数

あわら温泉／まつや千千（時忘れ離れ座・温泉露天風呂付客室）
　　　　　　　 または グランディア芳泉（別邸 個止吹気亭・温泉露天風呂付客室）

宿泊施設

1-4

～福井屈指の名湯と日本海冬の味覚を食す美食旅～
「あわら温泉」 温泉露天風呂付客室に泊まる 選べるお宿フリープラン 2日間

日本旅行企画 担当：中尾

福井
2日間

日本旅行企画 担当：山根1-3

同行いたします添乗員

平成31年1月12日（土）～14日（月・祝）旅行期間

お一人様 168,000円（2名様1室）
※1泊目露天風呂付客室（別館）ご希望の場合、お一人様5,000円追加
※2泊目夕食を伊勢志摩サミット記念特別ディナーに変更ご希望の場合、
　お一人様13,400円追加

旅行代金

14名（最少催行人数8名）募集人数

JR【グリーン席・禁煙車】、近鉄特急しまかぜ【全席プレミアムシート】
伊勢湾フェリー（特別室）
現地貸切バス（運行バス会社：豊鉄観光バス・和栄観光サービス）

交通機関

渥美半島／和味の宿 角上楼（本館または別館）
志摩／志摩観光ホテル 「ザ クラシック」（洋室）

宿泊施設

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回） 

1/12
(土)

1/13
(日)

1/14
（月・祝）

3
日
目

朝食後＝松阪史跡めぐり（松阪城跡や豪商・小津清左衛門の邸宅など）
＝昼食：上質な脂がとろける松阪牛のステーキ重＝ミキモト真珠島
＝宇治山田駅　 ＜近鉄特急「しまかぜ」＞    大阪難波駅（18：20頃着）

朝食後（ゆっくりめの出発）＝伊良湖港   ＜伊勢湾フェリー（約55分）＞   鳥羽港
＝昼食：華月（新鮮な伊勢海老を使用した海鮮蒸し料理）
＝伊勢神宮・内宮（サミット時は、各国首脳もご参拝されました！）
・・・おかげ横丁（江戸～明治時代の伊勢路を移築・再現した街並みを散策）＝志摩
★宿泊：2016年に全室リニューアルした英虞湾を望むツインルーム 
☆夕食：豊かな海の恵みと向き合い創意工夫した「海の幸フレンチ」

＜志摩観光ホテル「ザ クラシック」＞

 新大阪駅（15：00頃発）／京都駅　 豊橋駅＝渥美半島
★宿泊：各部屋で趣の異なる上品な純和風の寛ぎ空間
☆夕食：渥美の郷土料理と天然とらふぐを味わう時期最良の会席料理

＜和味の宿 角上楼＞

旅のPoint

2泊目は伊勢志摩サミットが開催された志摩観光ホテルの「ザ クラシック」にご宿泊。
2016年7月に全室リニューアルオープンの夕暮れが映える大人の高級リゾートでご
ゆっくりとお過ごしくださいませ。

約3,000㎡の敷地に、木の香る本館「角上楼」と全室露天風呂付の「翠
上楼」「雲上楼」の3つの棟が点在する全10室のくつろぎ宿にご宿泊。

ご夕食には日本一の水揚げを誇る天然物の極上とらふぐ会席をご用意。
※翠上楼はメゾネットタイプの客室です。

～昨年大好評！とらふぐ・伊勢海老・松阪牛など山海の幸を味わい尽くす～
天然とらふぐの宿「角上楼」と志摩観光ホテル「ザ クラシック」贅沢グルメ紀行 3日間

愛知
三重
3日間

JR特急【普通指定席・禁煙車】交通機関

角上楼「本館
・萩」

2016年7月リニューアルの
志摩観光ホテル「ザ クラシック」

近鉄特急「しまかぜ」

角上楼「とらふぐ会席」

旬を迎えた天然とらふぐに舌鼓

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼0回・夕1回） 

①
1/13
(日)
②
1/14
（月・祝）

①
1/12
(土)
②
1/13
（日）

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
（大阪駅－芦原温泉駅間の所要時間約2時間5分）
大阪駅／新大阪駅／京都駅　 芦原温泉駅＝（乗合送迎車で約10分）＝芦原温泉
※チェックインは両旅館共15：00～です。
☆夕食：地元福井県産にこだわった食材でお出しする冬の美味会席
　　　  ※旅行代金に含まれるお食事は魚を使った基本会席となります。
　　　  ※カニ会席へのアップグレードも承ります【別途料金】

＜まつや千千＞または＜グランディア芳泉＞

朝食後、フリータイム　
※チェックアウトは～10：00です。
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
＝（乗合送迎車）＝芦原温泉駅　 京都駅／新大阪駅／大阪駅

2
日
目

まつや千千 時忘れ離れ座 （客室一例）

グランディア芳泉 別邸 個止吹気亭 （客室一例） 雪景色の永平寺

皇室献上で有名な越前ガニなどの
夕食

（グランディア芳泉／カニ三昧会
席 一例）【別途料金】
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同行いたします※バスガイドは乗務いたしません添乗員

平成31年1月13日（日）～14日（月・祝）旅行期間

お一人様 89,000円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数8名）募集人数

玉造温泉／佳翆苑皆美（和洋室）宿泊施設

1-6

～美肌の湯 玉造温泉にご宿泊～
神々のふるさと“出雲大社”と足立美術館 2日間　　　　

日本旅行企画 担当：弥永

島根
2日間

旅のPoint

お泊りは美肌の湯・日本一として有名な“玉造温泉”。のんびりと年末年始の疲れを癒し
てください。

年間200万人を超える参拝客で賑わう出雲大社へ、新年のお参りにご
案内。近年パワースポットとしても注目されており、福の神・縁結びの神

としても名高い社です。また、横山大観のコレクションと日本一の庭園で有名な“足立美
術館”ではたっぷり２時間滞在いたします。ミシュラングリーンガイドにて３つ星に選ばれ
た、冬の庭園もお楽しみください。

日本旅行企画 担当：佐川1-5・2-9

同行ありません添乗員

平成31年1月12日（土）・13日（日）・19日（土）・26日（土）
平成31年2月9日（土）・10日（日）・16日（土）・23日（土）
ご出発（1泊2日）

旅行期間

お一人様 86,000円（2名様1室）
※グリーン席ご希望の場合、お一人様往復4,000円追加

旅行代金

各日3組（最少催行人数2名）募集人数

城崎温泉／西村屋ホテル招月庭（庭の棟・和室）宿泊施設

～風情ある城崎で冬の醍醐味と温泉を満喫～
毎年大好評！「西村屋ホテル招月庭」で食す
旬の”かにづくし”フリープラン 2日間

旅のPoint

毎年11月初旬から翌3月までの限られた時期だけ味わえる城崎の冬の味覚の王様と
称えられる「松葉がに」。とろりとした刺身、上品な茹で、食感がたまらない焼きなど様々
な調理法で心ゆくまでご賞味ください。

老舗旅館西村屋の別館として建てられた「西村屋ホテル招月庭」は、伝統を
受け継いだ新しいスタイルの旅館です。緑豊かな五万坪の森林公園を望む

数寄屋造りのゆったりとした客室「庭の棟」でゆっくりお寛ぎください。

JR特急【普通指定席・禁煙車】交通機関

JR【普通指定席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：出雲一畑交通）交通機関

1
日
目

旅行スケジュール日次 （食事：朝1回・昼0回・夕1回） 
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
（大阪駅－城崎温泉駅間の所要時間約2時間45分）
大阪駅／新大阪駅／尼崎駅／宝塚駅／京都駅　 城崎温泉駅＝（乗合送迎車）＝
城崎温泉
※チェックインは15：00～です。
★温泉：大浴場、露天風呂、ミストサウナ、ジャグジーバスの4つのお風呂や、
　　　 貸切露天風呂【別途料金】がございます。
☆夕食：城崎温泉近くで水揚げされた新鮮な本生かにをおよそ2杯使用した
           特選「かにづくし」料理

朝食後、フリータイム　※チェックアウトは～11：00です。
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
＝城崎温泉駅　 京都駅／宝塚駅／尼崎駅／大阪駅／新大阪駅

※上記食事内容は、旬の素材を調理いたしますので一部変更となる場合がございます。
伝統に新しい感性を織り込んだ日本のホテル＜西村屋ホテル招月庭＞

かに酒、季節の前菜、地物松葉がに姿付、地物かに造り生味噌添え、
月々の温物、活きかに（かに鍋・焼きかにのいずれかお選び頂けます）、
かに雑炊、赤出汁、三種盛、季節のデザート

2
日
目

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

1/13
(日)

1/14
(月・祝)

新大阪駅（9：00頃発）／新神戸駅　 岡山駅 　出雲市駅＝出雲市内（昼
食：郷土料理）＝出雲大社（神々の国・出雲の象徴、「古事記」にその創建が記され
ている古社を地元ガイドとご参拝）＝玉造温泉
★宿泊：和のたたずまいと程よいモダンさの和洋室（ベッドタイプ）
★温泉：いにしえより「神の湯」と呼ばれ、美肌・万病に効く湯　　　
☆夕食：日本海・宍道湖の幸を活かした和会席

＜佳翆苑皆美＞
朝食後＝国宝・松江城・小泉八雲記念館（2016年に生まれ変わった記念館と
国宝の城を地元ガイドとご見学）＝松江市内（昼食：洋食）＝足立美術館（たっぷ
り２時間滞在、のんびりと日本庭園を眺め、素晴らしい日本画を観賞）
＝安来駅　 岡山駅　 新神戸駅／新大阪駅（19：30頃着）

2
日
目

城崎
2日間

本生かにづくし料理
に舌鼓(大皿は2名盛

)

庭の棟 客室（一例） この時期しか味わえない冬の味覚

ホテル自慢の露天風呂でごゆっくり

出雲大社で新
年のお参り

新春にふさわしい和会席を 美肌の湯・玉造温泉でのんびりと

夕
食
の

お
品
書
き

足立美術館・生の額縁
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旅のPoint
ご宿泊は空港から30分の「ザ・サザンリンクスリゾートホテル」。ゴルフ場隣接で移動
もラクラク♪海越えショットや雄大なコースも魅力！観光をご希望のお客様には別途観
光タクシーやレンタカーをお手配いたします。

１月の沖縄は本州と比べると5～7℃暖かく、沖縄ゴルフのハイシーズン！

現地添乗員が同行いたします添乗員

平成31年1月12日（土）～14日（月・祝）旅行期間

お一人様 138,000円（2名様1室）【プレー費別途】
※中部空港発着の場合、お一人様往復11,000円追加

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

糸満／ザ・サザンリンクスリゾートホテル（洋室・連泊）宿泊施設

1-8

～沖縄ゴルフのベストシーズン！！トーナメント開催コースでゴルフ三昧～
春を先取り！選べるリゾートゴルフ／観光プラン 3日間

日本旅行企画 担当：佐川

沖縄
3日間

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕2回） 

1/13
(日)

1/14
(月・祝)

1/12
(土)

伊丹／関西／神戸／中部空港（14:30～15：00頃発）　 那覇空港＝ホテル
★宿泊：雄大な海岸線と南国の自然が織りなすゴルフ場隣接のリゾートホテル
☆夕食：太平洋を望む大パノラマをバックに本格的な琉球会席

＜ザ・サザンリンクスリゾートホテル＞

※ホテルのコンセプト上、13歳未満のお子様はご宿泊いただけません。
※３名１室のご利用はできません。予めご了承ください。

朝食後、
①ザ・サザンリンクスゴルフクラブでプレー【プレー費別途・キャディ・乗用カート付】
   高さ40数ｍの切り立った海岸線の絶壁の上に展開する本格的シーサイドリンクス！
②観光タクシー・レンタカーにて国際通りや首里城などの観光【別途料金】
プレー終了後＝那覇空港   伊丹／関西／神戸／中部空港(19:00～19:30頃着)

朝食後、
①ザ・サザンリンクスゴルフクラブでプレー【プレー費別途・キャディ・乗用カート付】
　 2002年、2003年「アジアジャパン沖縄オープン」開催コース！
プレー後、ホテルに戻りフリータイム
②観光タクシー・レンタカーにて世界遺産「斎場御嶽」やガンガラーの滝など観光
　【別途料金】
☆夕食：前日とは異なる琉球会席

＜ザ・サザンリンクスリゾートホテル＞

2
日
目

3
日
目

日本旅行企画 担当：秋本1-7・2-16

同行ありません添乗員

①平成31年1月12日（土）～14日（月・祝）
②平成31年2月9日（土）～11日（月・祝）

旅行期間

お一人様 198,000円（2名様1室）
※中部空港発着の場合、お一人様往復11,000円追加

旅行代金

10名（最少催行人数2名）募集人数

航空機交通機関

南城市／百名伽藍（68㎡以上のエグゼクティブスイート・連泊）宿泊施設

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕2回） 

①
1/12
(土)
②
2/9
(土)

①
1/13
(日)
②
2/10
(日)
①
1/14
(月・祝)
②
2/11
(月・祝)

3
日
目

朝食後、チェックアウトまでごゆっくりお寛ぎください(チェックアウトは～11：00です)
 ☆空港又は那覇市内へ直行される方には「グループ毎に専用車」をご用意いたします。
 ☆ご希望の方は観光タクシーの手配を承ります【別途料金】
＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
那覇空港 　伊丹／関西／中部空港

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
伊丹／関西／中部空港　 那覇空港＝（車で約40分）
＝ホテル（チェックインは14：00～です）
   ☆ホテルへ直行される方には「グループ毎に専用車」をご用意いたします。
   ☆空港から「レンタカー・観光タクシー」ご希望の方は手配を承ります【別途料金】
★宿泊：68㎡以上のエグゼクティブスイートのお部屋をご用意！
★風呂：ホテルには太平洋を一望できる貸切露天風呂もございます
☆夕食：「日本 味の宿」に認められた創作琉球料理　 

大人の琉球リゾート＜百名伽藍＞

旅のPoint

眼前には広大な青い海。そして建物の直下に広がる海と白い砂浜は、まるでプライ
ベートビーチのよう。満潮時には、各お部屋から魚も見えるほどの臨場感。晴れた日に
は東に久高島、西に奥武島(オウジマ)が望めます。

日本の限られた旅館しか入会できない「日本 味の宿」に創業1年で入会を許されたホ
テルで、大手旅行会社のアンケートでも全ての部門で最高評価100点を獲得した極上
のホテルです。

沖縄の隠れた極上リゾート「百名伽藍」へ。全15室。沖縄の南海岸に建
つ大人のリゾートに泊まります。

5組限定！何もしない贅沢…大人の琉球リゾート「百名伽藍」 3日間

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：沖縄バス）交通機関

海越えコースも魅力のひとつ！

ひゃくながらん沖縄
3日間

ひゃくながらん

朝食後、終日フリータイム
☆大人のリゾートでごゆっくりお過ごしください。
☆ご希望の方は観光タクシーの手配を承ります【別途料金】
☆夕食：前日とは異なる内容の創作琉球料理　　　　　　　　　

大人の琉球リゾート＜百名伽藍＞
ひゃくながらん

ひゃくながらん

せーふぁうたき

大人の琉球リ
ゾート「百名伽

藍」

自慢の創作琉球料理

見渡す限り青い、神秘の絶景

太平洋を一望できる客室風呂

リゾートホテルでお寛ぎください

ゆったりと沖縄観光♪ 海越えコースも魅力のひとつ！

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ
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三洋航空サービス 担当：平野1-11

冬景色 「兼六園」と世界遺産「五箇山合掌づくり集落」
美術館に泊まる宿「加賀屋別邸 松乃碧」の『加能ガニ』を食す旅 ２日間

石川
2日間

同行いたします添乗員

成３１年１月１３日（日）～１４日（月・祝）旅行期間

お一人様 139，０００円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数6名）募集人数

和倉温泉／加賀屋別邸 松乃碧（和洋室・オーシャンビュー）宿泊施設

ＪＲ特急【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：富士交通）利用航空会社

お宿では石川
県の極上食材

“加能蟹”をご用意。この時期
しか食べられない冬の味覚を
お楽しみください。そして、冬
だからこそ、お宿でほっこり時
間をお過ごしください。

旅のPoint

冬ならではの「兼六園」の雪
吊りと「五箇山」の雪景色をご
覧ください。

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

1/１3
（日）

【集合場所：新大阪駅 ９時予定】
新大阪駅／京都駅　 金沢駅＝昼食
＝国指定特別名勝「兼六園」（冬の風物詩の雪吊りを鑑賞）＝旅館
☆夕食：「加能ガニ」を味わう極上プラン
　　　  食感が嬉しい“かに刺し”、身のぎっしり詰まった“ボイルカニ”、 
           風味を食感で味わう“かにすき鍋”をお楽しみください。

＜加賀屋別邸 松乃碧＞
旅館にて朝食。
旅館（ゆっくりめの出発）＝世界遺産「五箇山合掌づくり集落」（水墨画のよう
な雪景色見学）＝昼食
＝金沢駅　 京都駅／新大阪駅（１８：３０頃着）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2
日
目
1/１4
（月・祝）

間人漁港から2時間程の漁場で水
揚げされる「間人ガニ」。漁が出来

る日が限られている事から幻のカニと呼ばれて
います。驚くべき鮮度と極上の肉質は、“一度食
べたら忘れられない”と賞される程の美味しさ!!

旅のPoint

“カニ味噌スープ”と、丹後コシヒカリ特Ａランク
の炊きたてご飯に焼き味噌を載せた“カニ味噌ご
飯”は好評で、お召し上がりやすい量の贅沢なフル
コースをご堪能ください。

日本旅行企画 担当：青地1-10

同行いたします添乗員

①平成31年1月20日（日）
②平成31年1月27日（日） 

〈日帰り〉旅行期間

お一人様 48，8００円旅行代金

各日30名（最少催行人数14名）募集人数

丹後 間人／昭恋館 よ志のや（椅子席）昼食場所

貸切バス（運行バス会社：近畿都島観光バス他）交通機関

1-9

～近鉄特急「しまかぜ」で行く！～　
平成最後の伊勢神宮参りと伊勢海老贅沢フルコース

日本旅行企画 担当：中尾

三重
〈日帰り〉

京都
〈日帰り〉

同行いたします添乗員

平成30年1月20日（日） 〈日帰り〉旅行期間

お一人様 3４，８００円旅行代金

１6名（最少催行人数12名）募集人数

鳥羽／海鮮蒸し料理 華月（椅子席）昼食場所

近鉄特急、現地貸切バス（運行バス会社：伊勢國際交通）交通機関

海鮮蒸し料理の専門店「華月」で
は、活きたままの三重県産天然伊

勢海老を生け簀から豪快に取り出し、各テーブル
にある特注のヒノキのせいろで蒸します。新鮮さ
抜群の伊勢海老のフルコースをご堪能ください。

往路は全席プレミアムシートの近鉄特急「しま
かぜ」にご乗車！座席の前後間隔を私鉄最大の
125cm確保したゆとりある設計。本革を使用
したふんわりと柔らかいシートは、電動のリクラ
イニング機能を使えばさらにリラクゼーション
を体感していただけます。

旅のPoint

旅行スケジュール月日 （食事：朝0回・昼1回・夕0回）

①
1/20
（日）
②
1/27
（日）

なんば （7：45発）・梅田（ 8：15発）
＝天橋立ワイナリー（見学とワインの試飲）
＝昼食：幻の間人ガニのフルコース（昭恋館よ志のや  ★椅子席ご利用）
　【間人ガニフルコースのお品書き】
   付きだし2品、カニ刺身、茹でガニ、カニ炭火焼き、カニ味噌ご飯、
　カニ味噌スープ、カニすき、雑炊、デザート

＝新鮮な海産物のお買い物
梅田 （19：00頃着）・なんば （19：30頃着）

旅行スケジュール月日 （食事：朝0回・昼1回・夕0回）

1/20
（日）

大阪難波駅（10：40頃発）／大阪上本町駅／鶴橋駅　＜近鉄特急しまかぜ＞ 　鳥羽駅
＝海鮮蒸し料理 華月
（昼食：本場の伊勢海老を贅沢に使用した「伊勢海老のフルコース」★椅子席ご利用）

＝伊勢神宮・内宮（平成最後の伊勢参り！総氏神のように崇められる天照大御神をご参拝）
・・・おかげ横丁（江戸から明治の伊勢路の風情を再現した町を散策）
＝宇治山田駅 　＜近鉄特急＞　 鶴橋駅／大阪上本町駅／大阪難波駅（19：35頃着）

～コース料理お品書き～
お造り（県産 活伊勢海老など）、蒸し物（県産 活伊勢海老1尾、県産貝、野菜田楽、茶碗蒸し）
県産 伊勢海老唐揚げ、季節の蒸し飯、県産 伊勢海老頭味噌汁、小鉢、香の物、デザート

高品質で希少価値の高い冬の王様にリピーター続出!!
毎年大好評!! 最高級ブランド「幻の間人ガニ」のフルコースに舌鼓!!

かのうがに

伊勢海老フルコース（4名盛）

「しまかぜ」プレミアムシート

近鉄特急「しまかぜ」

平成最後のお伊勢参り

間人ガニのフルコース　※蟹刺し以外
は2名盛

カニすきカニすき

カニ味噌ご飯

カニ味噌スープ

たいざ

石川県の極上食材（加能ガニ）
イメージ

松乃碧 客室一例

日本最大の雪吊り

雪の五箇山
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日本旅行企画 担当：山根2-3
～全室露天風呂付、大人のための真の“隠れ雅”～
“わずか8室の贅沢”奥伊香保 「旅邸 諧暢楼」と
世界遺産「富岡製糸場」 2日間

群馬
2日間

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 158，０００円（2名様1室：庭園露天風呂付和室）
お一人様 175，０００円（2名様1室：庭園露天風呂付和洋室）
お一人様 198，０００円（2名様1室：ジャパニーズスイート）

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

伊香保温泉／旅邸 諧暢楼（全室温泉露天風呂付）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】 ※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：群馬バス）

利用航空会社

「真のおもてなし」実現への夢を現代に焼き直し、奥伊香保に佇む旅
邸「諧暢楼」。和と洋を融合させたモダンな館には究極のおもてなしと

プライベートを重視し、部屋数はわずか8室のみ。全室に温泉露天風呂を備えた贅
沢な空間で、“今までにない「食」と「泊」の体験”をお楽しみください。

旅のPoint

2014年に正式登録された世界遺産「富岡製糸場」を解説員付きでご案内。また竹
久夢二伊香保記念館では通常非公開の「蔵屋敷」を特別観賞。夢二作品のために作
られた独創的なオーダーメイドの美術サロン「蔵座敷」にて心ゆくまで作品をご堪能
ください。

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼1回・夕1回） 

2/10
(日)

新大阪駅（8：50頃発）／京都駅　 東京駅　 高崎駅  ※昼食：フリー（各自
列車内でお済ませください）
＝世界遺産・富岡製糸場（解説員付きで見学）＝伊香保温泉
★庭園露天風呂付和室・・・専用の茶室が付いた風情溢れるお部屋
★庭園露天風呂付和洋室・・・和風庭園やベッドルームを備え、のんびりと 寛げるお部屋
★ジャパニーズスイート・・・リビングやベッドルームでゆっくりと寛げる最高級の和のスイート

☆夕食：全室個室のお食事処「茶寮」で料理長が技と心を尽くした極みの日本料理
※ジャパニーズスイートのお客様には、夕食時に世界のお酒をおまかせコーディネート
   （宿泊代に含まれています）

＜旅邸 諧暢楼＞
朝食後（ゆっくりめの出発）＝竹久夢二伊香保記念館（通常非公開の「蔵座敷」
を特別鑑賞）＝昼食：群馬県産の名物を使った美食フレンチ
＝高崎駅　 東京駅 　京都駅／新大阪駅（19：20頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

新大阪駅（8：10頃発）／京都駅　 東京駅　 宇都宮駅
＝日光（昼食：日光名物のゆばを使った日本料理）
＝日光東照宮（専門ガイドと共に世界遺産を参拝）＝川治温泉
少し早めの夕食後、湯西川温泉「かまくら祭り」へご案内(車で約10分)
★宿泊：竹林に囲まれた川治温泉の隠れ宿
★温泉：日没から22：00までライトアップされた竹林に囲まれた露天風呂
☆夕食：職人の丁寧な仕事を感じられる自慢の料理を食事処にて
　　　　(椅子テーブル席)

＜祝い宿 寿庵＞
朝食後＝大内宿(重要伝統的建造物群の指定を受ける宿場町にて雪をまとった茅
葺の家々を見物）＝白川（昼食：和食）
＝新白河駅　 東京駅　 京都駅／新大阪駅（19：05頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

※ホテルのコンセプト上、18歳未満の方はご宿泊いただけません。

日本夜景遺産に認定された湯西川温泉「かまくら祭り」を見物。夜の雪景
色をやさしい灯が彩る幻想的な景色をお楽しみいただけます。

旅のPoint

茅葺の家々が並ぶ宿場町・大内宿や世界遺産「日光東照宮」も訪れます。

日本旅行企画 担当：秋本2-2

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 128，00０円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

川治温泉／祝い宿 寿庵（和室）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※東京以遠【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：関東自動車）

交通機関

2-1
～感動の北海道!! 芸術的な雪の祭典,オホーツク海に広がる氷の世界～　
大好評!! さっぽろ雪まつりと
流氷観光砕氷船“おーろら号” 3日間

日本旅行企画 担当：青地

北海道
3日間

現地添乗員が同行いたします添乗員

平成31年2月9日（土）～11日（月･祝）旅行期間

お一人様 198，0００円（2名様1室）
※中部空港発着ご希望の場合、お問い合わせください。

旅行代金

25名（最少催行人数10名）募集人数

札幌市内／札幌エクセルホテル東急（洋室39.8㎡）
網走呼人／北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート（和洋室）

宿泊施設

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：北海道ミントバス）
※バスガイドは乗務いたしません

交通機関

「さっぽろ雪まつり」・・・オリジナリ
ティ溢れる幻想的な氷像や迫力

ある大雪氷像の数々が並び、北海道だから楽しめ
るホワイトスノーの芸術祭は感動的で格別です!!

「オホーツクの流氷」・・・極寒のアムール川に登
場し、白い大地となって南下するオホーツク海
の流氷たち。この衝撃的なまでの眩しさを“流
氷観光砕氷船おーろら号”からご堪能ください。

旅のPoint

～幻想的な光景に心を奪われます～
日本夜景遺産にも認定！
湯西川温泉「かまくら祭り」と雪の大内宿 2日間

栃木
3日間

かいちょうろう

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼1回・夕1回） 

2/9
(土)

伊丹／関西／中部空港（15：45～16：00頃発）　 新千歳空港＝札幌市内
ホテルへチェックイン後に、夜の“さっぽろ雪まつり”を自由観賞
☆幻想的な氷像が立ち並ぶ“すすきの会場”迄は、ホテルから徒歩約8分と便利!!
☆少し足を伸ばして、大通会場の迫力ある大雪氷像もご覧いただけます。
※夕食：フリー〈市内にて北海道グルメに舌鼓!!〉　　　　　　

　＜札幌エクセルホテル東急＞

朝食後、出発まで昨夜と違った姿を見せる、さっぽろ雪まつりの雪像をご覧ください。
ホテル＝新千歳空港（※昼食：空港にて自由食）　 女満別空港＝〈貸切バス〉
＝博物館 網走監獄（専門ガイドが明治時代から実際に使用されてきた建造物を
ご案内）＝網走呼人
★温泉：露天風呂から仰ぐ、野趣に溢れた効能豊かな自家源泉
☆夕食：オホーツクの海の幸や近隣の農産物を中心とした地産美味の和会席

＜北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート＞

2
日
目
2/10
(日)

朝食後＝網走港　流氷観光砕氷船おーろら号（海が凍る南限のオホーツ
ク海クルーズ）　 網走港＝オホーツク流氷館（流氷の天使クリオネ等をご観
賞）＝昼食：和食
＝女満別空港　 （新千歳乗継）　 伊丹／関西／中部空港（19：00～20：30頃着）

※流氷は当日の天候状況で見る事が出来ない場合があります。その際はオホーツク海遊覧となります。

3
日
目
2/11
(月・祝)

個室でいただく贅沢な日本料理の夕食

広々と開放感のある客室露天風呂（一例）
最高級のジャパニーズスイート
（客室一例）

プライベートを大切に楽しむ
お食事処

流氷の中を突き進む「砕氷船お
ーろら号」

札幌での北海道グルメも
楽しみのひとつ

雪像の芸術祭!!
「さっぽろ雪まつり」

あばしり湖 
鶴雅リゾートの露天風呂

日本夜景遺産認定！湯西川温泉「かまく
ら祭り

世界遺産・日光東照宮の陽明門世界遺産・日光東照宮の陽明門雪の大内宿 夕食（一例）
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日本旅行企画　担当：弥永2-6
～美食の宿“迎賓館”小嵐亭にてご連泊～
雄大な自然あふれる伊豆大島と
日本一の早咲き”あたみ桜 3日間

静岡
3日間

同行いたします添乗員

平成31年2月9日（土）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 178，０００円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

熱海温泉／迎賓館 小嵐亭（本館和室・連泊）宿泊施設

ＪＲ新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：大島バス・ニコーバス）

利用航空会社

明治からつづく熱海の奥座敷
“迎賓館 小嵐亭”に連泊。保温

効果にすぐれる美肌の湯を、のんびりとお楽
しみください。

旅のPoint

知っていてもなかなか行けない“伊豆大島”を観光
します。黒潮の影響で１年を通じて温暖な気候に恵
まれ、島の中央にそびえる三原山を中心とした火山
島ならではの特徴的な景観が広がっています。
熱海では日本一の早咲きのあたみ桜と梅をご
覧いただき、ひと足早く春を感じてください。

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回） 

2/9
(土)

新大阪駅(15：00頃発)／京都駅　 名古屋駅　 熱海駅＝＜お客様ごとの
専用車＞＝熱海温泉
★宿泊：調度品にもこだわった、純数寄屋造りの室内
★温泉：リニューアルした檜葉の湯など、肌に優しいまろやかな湯
☆夕食：美食の宿で四季折々の伊豆の旬を盛る、江戸風懐石料理

＜迎賓館 小嵐亭＞
朝食後＝熱海港　 ＜ジェットフォイルにて45分の船旅＞　 大島港＝伊豆大島島内観光
（自然豊かな伊豆諸島最大の島をのんびりと観光、三原山山頂、山腹割れ目噴火口
跡、大島公園、椿・花ガーデンなど）＝昼食：和食＝大島港　 ＜ジェットフォイル＞
　 熱海港＝熱海温泉
☆夕食：前夜とは異なる、江戸風懐石料理

＜迎賓館 小嵐亭＞
朝食後＝熱海梅園（日本一の早咲きの梅など、59種472本の梅とあたみ桜）＝糸
川遊歩道（川沿いに植えられた、あたみ桜の遊歩道）＝MOA美術館（世界的に
活躍する現代美術作家 杉本博司の設計で、和風モダンの美術館に生まれ変わった
美術館）＝昼食：フレンチ
＝三島駅　 京都駅／新大阪駅（18：50頃着）

2
日
目

3
日
目

2/10
(日)

2/11
(月・祝)

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

新大阪駅（9：43頃発）／京都駅　 三島駅
＝昼食：地元でも大人気「マースガーデンウッド御殿場」の美食イタリアン
＝富士山世界遺産センター（新しくオープンした話題の施設、美しい建築でも有名）
＝富士山温泉
★宿泊：富士山を望む専用露天風呂を備えたプレミアム客室
★温泉：絶景の富士山露天風呂に広々とした大浴場が自慢
☆夕食：別墅然然だけで提供される特別な日本料理のお部屋食

＜鐘山苑「別墅然然」＞
朝食後＝山梨県立リニア見学センター（大人気のリニアモーターカーの博物館）
＝ルミエールワイナリー（有形文化財の石蔵見学や試飲、昼食：ワイナリー直営
のレストラン「ゼルコバ」で美食フレンチ）
＝甲府駅　 静岡駅　 京都駅／新大阪駅（19：00頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

毎回大好評！高級旅館「鐘山
苑」の特別フロア「別墅然然」

にご宿泊。富士見の露天風呂とお部屋でい
ただく特別懐石に舌鼓をうちながら、贅沢な
時間をお過ごしください。

旅のPoint

新たな観光名所「静岡県富士山世界遺産セ
ンター」や話題の「リニア見学センター」を訪
れ、ご昼食にはワイナリー直営レストランで
美食フレンチに舌鼓。

日本旅行企画 担当：山根2-5

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 139，0００円（2名様1室）
※テラス付客室ご希望の場合、お一人様15,000円追加

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

富士山温泉／鐘山苑「別墅然然」（露天風呂付・和洋室）宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】 ※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：ドリーム観光バス）

交通機関

2-4
～毎回好評！富士山ビューの2つのホテルにご宿泊～　
河口湖冬の風物詩「冬花火」と
「西湖樹氷まつり」富士山満喫 3日間

日本旅行企画 担当：神野

静岡
3日間

静岡
2日間

2日目より同行いたします添乗員

平成31年2月9日（土）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 148，0００円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

日本平／日本平ホテル（洋室45㎡）
河口湖温泉／ラビスタ富士河口湖（洋室41㎡）

宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：富士急行）

交通機関

空気が澄んでいる冬。比較的天
候が安定している2月は富士山

観賞のベストシーズン！毎回好評をいただいている
「日本平ホテル」と「ラビスタ富士河口湖」は、お部
屋から、お風呂から、白い衣を纏った富士山を存分
に満喫できます。
約1,500発の花火が3か所から打ち上がり、夜空
を照らす「河口湖冬花火」。高台にあるホテルの、
レストランやロビー、お部屋等どこからでもお好き
な場所でゆったりご覧いただけます。

旅のPoint

～富士山を望む露天風呂付の高級宿～
毎回大好評！鐘山苑が誇るプレミアム客室「別墅然然」で寛ぐ 2日間

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回） 

2/9
(土)

新大阪駅（15：40頃発）／京都駅　 静岡駅＝静岡市内
★宿泊：富士山と三保の松原を望み、風景美術館とされるホテル
☆夕食：日本平の景色を愛でながら季節の風趣に富んだ日本料理

＜日本平ホテル＞

朝食後＝国宝・久能山東照宮（日本平ロープウェイ乗車で国宝・徳川家康公を
祭る神社へ。ガイド付でご案内）＝昼食：日本料理＝西湖樹氷まつり(約10ｍに
もなる樹氷は迫力満点！凛と澄んだ大気の中で大自然が生んだ芸術を堪能)
＝河口湖温泉
★20：00～約20分ホテルより河口湖冬花火をご覧いただけます
★宿泊：富士山を望み、南仏プロヴァンスを感じさせる極上リゾート
★温泉：館内で最も間近に富士と河口湖を臨む大浴場で天然温泉
☆夕食：季節の食材を活かした洋食フルコース

＜ラビスタ富士河口湖＞

2
日
目
2/10
(日)

朝食後＝河口湖駅 　＜富士山ビュー特急（ななつ星設計の水戸岡氏が手掛
けた「富士急行90周年の記念列車」で絶景を堪能！）※全席指定（約45分）＞　 
大月駅　 新宿駅　 東京駅・・・昼食：東京ステーションホテル「ブラン
ルージュ」でフレンチ・・・東京駅　 京都駅／新大阪駅（17：40頃着）

3
日
目
2/11
(月・祝)

べっしょ  ささ

伊豆大島のあんこ娘

ひと足早い春の訪れ、あたみ桜

梅の名所　熱海梅園

迎賓館　小嵐亭にて連泊

プレミアム客室「別墅然然」（テラス付客
室一例）

老舗ワイナリーのフレンチも！老舗ワイナリーのフレンチも！ お部屋食でゆっくりと（お酒は別料金）

新名所「静岡県富士山世界遺産センター」

2015年オープンの
ラビスタ富士河口湖のロビー

西湖樹氷まつり

夕暮れに染まる赤富士も
両ホテルよりご覧いただけます

3か所から打ちあがる河口湖冬
花火
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日本旅行企画 担当：青地2-10

～大好評企画!! 源泉かけ流しの温泉と心から温まるおもてなし～
極上の人気宿「古稀庵」と「春帆楼」の“ふく会席” 2日間

山口
2日間

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月･祝）旅行期間

お一人様 128，０００円（2名様1室）
※グリーン席ご希望の場合、往復10,000円追加（新下関駅～新山口駅間は除く）

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

やまぐち湯田温泉／古稀庵（和洋室）宿泊施設

ＪＲ新幹線【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：おおすみ観光）

利用航空会社

湯量、効能とも名高い湯田温泉に
佇む極上の人気宿「古稀庵」。広い

敷地には僅か１6室しかなく、全室が源泉かけ
流しの露天風呂付で別荘のような雰囲気を醸
し出しています。お料理は質の高い地産地味を
大切にした内容で、いつも皆様からご好評いた
だいております。

旅のPoint

2日目では伊藤博文が愛し、日本のふぐ料理公
許第1号の料亭「春帆楼」にて、冬の味覚“ふく
会席”のご昼食をお召し上がりください。 1

日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

新大阪駅（8：40頃発）／新神戸駅　 新山口駅＝昼食：萩の割烹料理屋
の板長が選ぶ、今日一番のおすすめ料理＝お雛祭り開催中の世界遺産!!
萩城下町散策（国指定重要文化財・菊屋家住宅のお雛様もご観覧）＝湯田温泉
★宿泊:全室源泉かけ流しの露天風呂付き!! 温もり溢れる寛ぎの和洋室
★温泉:館内には大浴場と滝の流れる露天風呂もございます
☆夕食:地産地味がコンセプトの“旬菜”会席　　　　　　　　　　 

＜古稀庵＞
朝食後＝海峡の街・下関が誇る！唐戸市場＝日清講和記念館（講和会議で
の貴重な資料などを展示）…昼食：ふぐの老舗料理店・下関春帆楼でいた
だく、“ふく会席”…赤間神宮（関門海峡を臨み、白壁に朱塗の水天門が特長）
＝新下関駅　 新山口駅　 新神戸駅／新大阪駅（18：20頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

大阪駅（8：00頃発）／京都駅　 加賀温泉駅＝ガイドと行く御願神事「竹割
まつり」観覧（白装束の若者達が燃える炎と共に青竹を叩き割る神事）＝昼食：洋食
＝魯山人寓居跡いろは草庵＝金沢県立九谷焼美術館＝山代温泉（早目の到着）
★温泉：滔々と湧き出る山代随一の湯量を誇る源泉かけ流し温泉
　　　　（あらや滔々庵）
　　　 美しい眺望をお部屋の露天風呂から楽しめます（べにや無何有）
☆夕食：加賀、能登の新鮮な食材を使用した口福を提供する和懐石

＜あらや滔々庵＞または＜べにや無何有＞

朝食後（ゆっくりご出発）＝金沢冬景色観光（冬景色が美しい東茶屋・金沢城跡・
兼六園など）＝昼食：てらおか風舎にてブランド能登牛ステーキ＝近江町
市場（「金沢の台所」を自由散策）
＝金沢駅　 京都駅／大阪駅（19：30～20:00頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼2回・夕2回） 

2/9
(土)

新大阪駅(14:50頃発)／京都駅　 名古屋駅　 松本駅＝美ケ原温泉
★宿泊：美ヶ原高原の高台に位置し、部屋からは松本市内を一望
★温泉：国民保健温泉地に選ばれた上質な温泉を趣異なる5つのお風呂
☆夕食：信州和牛や信州サーモンなど、信濃の食材を使った和食会席

＜ホテル翔峰＞
朝食後＝松本城(国宝に指定される名城)＝上田･ホテル上田西洋旅籠館(昼
食：和食)　 （乗換）＝雪上車“スノーキャット”（一面の銀世界を雪上車で登りま
す。“スノーモンスター”と呼ばれる樹氷など見物）＝根子岳下(約1時間のフリータ
イム。ガイドが山頂までご案内させていただきますが、足腰に自信のない方は折り返
し地点で景観を楽しむこともできます)＝（乗換）　 菅平＝長野市内(夕食：ホテル
にて日本料理)＝善光寺のライトアップや「灯り絵常夜灯」が門前町をいろ
どる『長野灯明まつり』を見物＝長野市内
★宿泊：高層階エグゼクティブフロアのデラックスツイン
☆夕食：信州の豊かな自然に育まれた新鮮な食材を活用した日本料理

＜ホテルメトロポリタン長野＞

2
日
目
2/10
(日)

朝食後＝飯山・かまくらの里(かわいいかまくらを見物)＝須坂・割烹能登忠(昼食：和食)
＝長野駅　 名古屋駅　 京都駅／新大阪駅(18:05頃着)

※気象条件により樹氷をご覧いただけない場合がございます。

3
日
目
2/11
(月・祝)

1,300年の歴史を持つ知られざる奇祭
「御願神事・竹割まつり」。白装束の若者た

ちが青竹を一斉に神社境内や拝殿に叩きつけて割り、
大蛇にみたてた大縄を川へ投げ込むという大蛇退治の
伝説に基づく勇壮な神事です。

旅のPoint

お泊りは創業八百余年の老舗旅館、かの北大路魯山人も
愛した美食と名湯の「あらや滔々庵」または世界的権威
“ルレ・エ・シャトー”加盟の「べにや無何有」。山代温泉を
代表する２つの極上宿からお選びください。

日本旅行企画 担当：佐川2-8

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 138，00０円（2名様1室：あらや滔々庵）
お一人様 148，00０円（2名様1室：べにや無何有・露天風呂付）
※「あらや滔々庵」露天風呂付客室ご希望の場合、お一人様12,000円追加

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

山代温泉／あらや滔々庵（和室）　
　　　　　　 または べにや無何有（露天風呂付和洋室）

宿泊施設
JR【グリーン席・禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：日本海観光バス）交通機関

2-7
雪上車は冬しか体験できない楽しみ♪　
白銀の世界を快走！
雪上車で樹氷観賞と「長野灯明まつり」 3日間

日本旅行企画 担当：秋本

長野
3日間

同行いたします添乗員

平成31年2月9日（土）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 148，0００円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

美ヶ原温泉／ホテル翔峰（和室）
長野市内／ホテルメトロポリタン長野（洋室）

宿泊施設

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：アルピコ交通または同等）

交通機関

白銀の世界
を大迫力の

雪上車に乗って、樹氷林をご
観賞!! 樹氷観賞には防寒具を
ご用意いたします。

善光寺のライトアップや門
前を彩る灯明が美しい冬の
イベント「長野灯明まつり」を
お楽しみいただけます。

旅のPoint

～迫力満点の祭り、伝統工芸の美術、名宿、グルメを味わう北陸路～
春を告げる奇祭・極上宿を味わう加賀と金沢冬景色 2日間

石川
2日間

とうとうあん

むかゆう

竜宮城のような、赤間神宮

広々とした寛ぎの客室（一例）

下関春帆楼でいただく「ふく会席」

雪吊りが美しい冬の兼六園雪吊りが美しい冬の兼六園老舗旅館でごゆっくり（あらや滔々庵）

地産の魚介を使用した夕食(一例)

灯明と善光寺ライトアップ飯山・かまくらの里 長野灯明まつり

雪上車「スノーキャット」と樹氷「
スノーモンスター」

春を告げる神事・竹割まつり

全国からのリピーターが多い、湯
田温泉「古稀庵」
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日本旅行企画 担当：佐川2-13

～お祭りムード♪ひと味違う鮮やかな長崎へ～
幻想的な光あふれる春節の夕べ『長崎ランタンフェスティバル』 2日間

長崎
2日間

現地添乗員が同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 138，０００円（2名様1室）旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

長崎市／ホテルニュー長崎（洋室）宿泊施設

航空機、新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：長崎ラッキーバス）

利用航空会社

中国の旧正月を祝うために始まった冬の風物詩「長崎ランタンフェス
ティバル」へご案内。この時期だけの街中に飾られる約1万5000個の

極彩色のランタンやオブジェ、特別な演目の数々。一度は訪れてみたいお祭りです。定
番の観光地もランタンに飾られ、お祭りムードの一味違う長崎をお楽しみください。

旅のPoint

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

伊丹空港(9:00～9:30頃発)　 長崎空港＝軽めの昼食：中華料理
＝長崎市内観光＝ホテル
早めの夕食後、「長崎ランタンフェスティバル」会場へ
☆ランタンの彩る長崎市内の街並みや春節を祝う龍踊りや円舞、二胡の
　演奏を観ながら1～2時間の自由散策♪
再度ご集合後、ホテルへ
☆夕食：ホテル内レストラン「ハイドレンジャ」にて長崎和牛を使用した
　　　 ディナーコース

＜ホテルニュー長崎＞
朝食後（ゆっくりご出発）＝佐賀城下町・“小京都”小城観光（『小城羊羹・丸
ぼうろ・逸口香』が伝わる鍋島藩の街並みを散策。昼食：郷土料理）
＝佐賀駅　 博多駅　 新神戸駅／新大阪駅（18：30頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼0回・夕1回） 

2/10
(日)

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
新大阪駅／新神戸駅　 ＜新幹線約50分＞　 岡山駅　 ＜特急約2時間40
分＞　 松山駅＝＜タクシー約15分＞＝道後温泉
伊丹／中部空港　 ＜航空機約60分＞ 　松山空港＝＜タクシー約30分＞
＝道後温泉
※駅・空港⇔旅館間はお客様ご自身で移動をお願いいたします。（旅行代金には含まれません）
★観光タクシー、レンタカーご希望の場合、お手配いたします【別途料金】★
（松山観光やしまなみ海道など、見どころ多数ございます）
★宿泊：伝統を感じさせるとともにモダンな雰囲気が漂う、黒川紀章設計の和室
★温泉：三千年の昔から湧き続ける名湯が、日ごろの疲れを癒します　
☆夕食：瀬戸内の美味しい食材を活かし、素材から調理・盛り付けすべ
　　　  てにこだわった会席

＜道後舘＞

朝食後、フリータイム
★観光タクシー、レンタカーご希望の場合、お手配いたします【別途料金】★
松山駅　 ＜特急＞　 岡山駅　 ＜新幹線＞　 新神戸駅／新大阪駅
松山空港　 ＜航空機＞ 　伊丹／中部空港

2
日
目
2/11
(月・祝)

昨年大好評ツアーにつき再設定いたしま
した！東京・ミシュラン3つ星「臼杵ふぐ山田

屋」の本店が、大分県臼杵で100年以上続く老舗『料亭
山田屋』です。豊後水道の天然とらふぐは、急流にもま
れ、噛むほどに旨みや甘味が広がる絶品。今の季節が最
も旬を迎える絶品フルコースを味わうグルメ旅♪

旅のPoint

ご宿泊は由布岳を望む露天風呂と広大な庭園が自慢の
「梅園」、または奥由布院で約一万坪の広大な敷地に18
棟の露天風呂付離れを配す「月燈庵」。由布院の風景と
空気を贅沢に感じられる2つの旅館からお選びください。

日本旅行企画 担当：佐川2-12

同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 128，0００円（2名様1室：梅園）
お一人様 138，0００円（2名様1室：ゆふいん月燈庵）

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

由布院／梅園（ベッド付和室）またはゆふいん月燈庵（露天風呂付和室）昼食場所

JR新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：別府観光バス）

交通機関

2-11

～外湯・新湯めぐりが楽しい～　
道後温泉『道後舘』でまったり フリープラン ２日間

日本旅行企画 担当：弥永

愛媛
2日間

大分
2日間

同行ありません添乗員

平成30年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 98，0００円（2名様1室）
※露天風呂付和室をご希望の場合、お一人様12,000円追加
※中部空港発着ご希望の場合、お一人様往復14,000円追加

旅行代金

１0名（最少催行人数2名）募集人数

道後温泉／道後舘（和室12畳）昼食場所

JR【グリーン席・禁煙車】または航空機交通機関

建築家・黒川紀章が設計
した「道後舘」にてお泊り

いただくフリープランです。お客様の希望の
お時間の列車や観光をお手配いたします。
『道後温泉本館』（保存修理工事を行っ
ておりますが、入浴利用はできます）か
らは歩いて5分、2017年にオープン
して話題の道後温泉別館『飛鳥乃湯泉
（あすかのゆ）』からは徒歩2分です。外
湯・新湯めぐりもお楽しみください。

旅のPoint

～全国から“美味しいふぐ”を求めて多くの人々が訪れる味～
ミシュラン料亭の本店で堪能する旬の『臼杵ふぐ』と由布院 2日間

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

新大阪駅（8：30頃発）／新神戸駅　 小倉駅　 宇佐駅＝昼食：洋食
＝宇佐神宮（日本三大八幡宮の一つかつ全国の八幡神社の総本宮をガイドと参拝）
＝由布院温泉
★温泉：由布岳の恵みを受けた豊富な湯量を誇る源泉かけ流しの湯(梅園・月燈庵)
☆夕食：地元の山の幸や冠地鶏、豊後牛など拘りの食材を使った創作和懐石(梅園)
　　　目で楽しみ、香りで感じ、舌で喜ぶ心が潤うおもてなし懐石(月燈庵)

＜梅園＞または＜ゆふいん月燈庵＞

朝食後＝臼杵の街並（江戸時代の建築様式を残す武家屋敷など歴史ある街並を
散策）＝昼食：今が旬！ミシュラン3つ星「料亭山田屋本店」で味わう「臼杵ふぐ料理」
＝大分駅　 小倉駅　 新神戸駅／新大阪駅（19：30～20:00頃着）

2
日
目
2/11
(月・祝)

道後温泉本館からもすぐ

松山城へ足をのばしたり
瀬戸内の豊かな食材を活かした
お料理（一例）2017年にオープンし、話題の“飛鳥乃温泉”

ミシュラン3ツ星の味を本店でどうぞ

由緒正しき
鮮やかな宇佐神宮へ
由緒正しき
鮮やかな宇佐神宮へ時間を忘れゆったりと(月燈庵)

由布岳を望む
源泉かけ流し温泉(梅園)

煌びやかなランタンやオブジェ

長崎和牛を使用した夕食 様々な催しが行われます(写真は龍踊り) 世界新三大夜景のひとつ「長崎の街並み」
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旅のPoint

1月末～2月にかけて沖縄では桜のシーズンを迎え、本州の品種とは異なる『寒緋桜』
は、鮮やかな濃いピンク色の花を咲かせます。2000年12月、世界遺産に登録された
『今帰仁城』と桜の見事な共演をご覧ください。

冬になると出産や子育てのため、沖縄の海にやってくるザトウクジラ。
毎年1～4月までしか観られない、98％と高い遭遇率を誇る大迫力の

ホエールウォッチングをくじらガイドがご案内いたします。

現地添乗員が同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝） ※前泊も承ります。旅行期間

お一人様 148,000円（2名様1室：デラックスツイン 35㎡）
お一人様 154,000円（2名様1室：クラブフロアツイン 35㎡）
お一人様 164,000円（2名様1室：クラブフロアエグゼクティブスイート 50㎡）

旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

那覇市／ザ・ナハテラス（洋室）宿泊施設

2-15

～壮大な生命の営みと出会う旅へ～
感動のホエールウォッチングと春を感じる「今帰仁グスク桜祭り」 2日間

日本旅行企画 担当：神野

沖縄
2日間

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/11
(月・祝)

2/10
(日)

伊丹／関西空港(8：15～9：10頃発)　 那覇空港 
※岡山・神戸・中部空港からの発着も承ります。
＝昼食：中華料理＝世界遺産「今帰仁城跡」（沖縄の世界遺産の最北端にある
城壁が美しい名城で桜を観賞）＝那覇市内
★宿泊：那覇市の新都心に位置する都会の隠れ家的シティーリゾートホテル
☆夕食：ホテル内レストランにて県産食材を織り交ぜたコンチネンタル
　　　 料理のコース

＜ザ・ナハテラス＞

※桜の開花は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。
※クジラは野生動物の為、見られない場合がございます。

※菜の花の開花は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

朝食後＝三重城港　 ＜大迫力のホエールウォッチング（約3時間）/くじら
ガイドがご案内＞　 三重城港＝昼食：アグー豚のしゃぶしゃぶ
＝世界遺産「首里城」（琉球王国の栄華を物語る真紅の世界遺産）
＝那覇空港　 伊丹／関西空港(19：00～20：10頃着)

2
日
目

日本旅行企画 担当：青地2-14

現地添乗員が同行いたします添乗員

平成31年2月10日（日）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 128,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：南国交通観光）交通機関

指宿温泉／指宿白水館（離宮・和洋室）宿泊施設

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

2/11
(月・祝)

朝食後＝池田湖畔の菜の花畑＝知覧武家屋敷群（重要伝統的建造物群保存地区）
＝昼食：上柿元 勝プロデュースのミディソレイユにて地元素材を活かし
たフレンチ＝維新ふるさと館（幕末の薩摩と明治維新を紹介する歴史館）
＝鹿児島空港 　伊丹空港（19：00～19：50頃着）

伊丹空港（9：00頃発）　 鹿児島空港＝昼食：郷土料理＝世界遺産 名勝仙
巌園（磯庭園など幕末明治を駆け抜けた武士魂が色濃く残ります）、尚古集成館
＝指宿温泉
★宿泊:全室海に面した上質空間、錦江湾を望む“離宮”のお部屋
★温泉:浮世絵を壁一面に施した浮世風呂、江戸石榴風呂のほか、樽風呂や
　　　 窯風呂など個性溢れるお風呂自慢　※砂むし温泉は別途料金
☆夕食:海と山、鹿児島ブランドの会席料理。豊富な種類の焼酎にも合います♪

　  ＜指宿白水館（離宮）＞

旅のPoint

お泊りは“砂むし温泉”で有名な「指宿白水館」。砂むし温泉の他に、江戸の歴史を再現
した“1,000坪もある元禄風呂”が自慢です。お部屋は上質で錦江湾が望める“離宮”
をご用意いたしました。

世界遺産登録で、桜島や錦江湾を雄大な借景とした“名勝 仙巌園”と
“尚古集成館“、薩摩の歴史が伝わる“知覧武家屋敷”へご案内。“九州

最大･池田湖畔で一面に咲く菜の花”たちが薩摩富士を引き立てます。

～海を眺める空間のお部屋、しっとりと潤う美肌の湯に砂むし温泉～
名旅館「指宿白水館〈離宮〉」と薩摩富士が映える黄色の絨毯 2日間

鹿児島
2日間

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：琉球バス交通）交通機関

なきじん

ザ・ナハテラスの
コンチネンタル料理コース

今帰仁グスク桜祭りで桃色に咲く寒緋桜

デラックスツイン（一例）

大迫力のホエールウォッチング
にご案内

指宿白水館の
元禄風呂

2日目はフレンチの昼食 指宿名物の砂むし温泉（別途料金）

薩摩富士(開聞岳)と一面に広がる菜の花畑
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同行いたします添乗員

平成31年2月9日（土）～11日（月・祝）旅行期間

お一人様 138,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）
【プレー費別途】
※シングル利用の場合、22,000円追加
※空港税、燃油特別付加税等（概算12,000円）別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合、62,000円追加

旅行代金

12名（最少催行人数10名）募集人数

インペリアルホテル（洋室・連泊）宿泊施設

2-18＜受注型企画旅行＞

選べるゴルフ・観光プラン 「LPGA台湾チャンピオンシップ」が開催されたコースでラウンド
昨年大好評！台湾名門トーナメントコースと美食グルメ 3日間

日本旅行企画 担当：橋本・佐川

台湾
3日間

旅のPoint

「ミラマーカントリークラブ」は2017年10月 「スウィンギングスカート LPGA台湾選
手権」が開催された名門コース。気候も温暖な台北でゴルフをご満喫ください。ラウンド
数はご希望に合わせられ、観光コ－スも多数ご案内しております。
日本との時差は1時間です。

「サンライズカントリークラブ」は、2011年～2013年まで 「LPGA 
台湾チャンピオンシップ開催」コース。

日本旅行企画 担当：弥永2-17

同行いたします添乗員

平成31年2月16日（土）～17日（日）旅行期間

お一人様 134,000円（2名様1室）旅行代金

14名（最少催行人数10名）募集人数

熱海温泉／ホテルニューアカオ ロイヤルウィング（特別室：和室ベッドルーム）宿泊施設

～ひと足早いい春！美しい桜並木をご散策～
早咲きの河津桜と春を告げる“雛のつるし飾りまつり” 2日間

旅のPoint

江戸時代から伝わる珍しい風習が残る稲取地区では、“雛のつるし飾りまつり”へもご案
内。様々な願いが込められた素朴で愛らしい人形に癒されてください。

伊豆の風物詩となった早い春を告げるピンク色の桜“河津桜”をご覧いただ
き、ひと足早く春を感じていただくコースです。毎年150万人以上のお客様

が訪れる人気の“桜まつり”にて、桜色に染まる川岸をのんびりとご散策ください。

ＪＲ新幹線【グリーン席・禁煙車】※JR特急【普通指定席・禁煙車】
現地貸切バス（運行バス会社：伊豆バス）

交通機関

チャイナエアライン利用航空会社

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼1回・夕1回） 

2/16
(土)

2/17
(日)

＜ご希望の出発時間をお知らせください＞
新大阪駅／京都駅　 熱海駅＝＜ホテル送迎バスにて＞＝熱海温泉
★宿泊：相模湾を一望する全室オーシャンビュー、和室ベッドルーム
★温泉：湯船と海面の境がなくなるかのような感覚の絶景温泉
☆夕食：伊豆の新鮮な魚介を活かしたフレンチフルコース

＜ホテルニューアカオ ロイヤルウィング＞

朝食後＝＜ホテル送迎バスにて＞＝熱海駅　 伊豆稲取駅＝稲取（伊豆に春を
告げる“つるし雛”を見物）＝昼食：金目鯛のしゃぶしゃぶ
＝河津“桜まつり”（河津の街を桜色に染める河津桜を鑑賞）
＝河津駅　 熱海駅　 京都駅／新大阪駅（19：10頃着）

※桜の開花は自然現象につき、見頃が前後する場合がございます。

2
日
目

【集合場所：関西空港17時予定】
関西空港（19：00頃発）　 （所要時間約3時間20分）　 台北空港（21：20頃着）

＜台北＞

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝2回・昼0回・夕1回 ※機内食は2回） 

2/9
(土)

2/10
(日)

2/11
(月・祝)

朝食後、ゴルフ場へ移動し「サンライズカントリークラブ」にて１ラウンド
（スループレー）
【プレー費別途・キャディ・乗用カート付】

  観光ご希望のお客様は各種オプショナルツア－をご用意しております。【別途料金】
  お申し込み後に詳細をご案内させていただきます。

☆夕食：フカヒレや伊勢エビ食材を使った高級中華創作料理
＜台北＞

朝食後、ゴルフ場へ移動し「ミラマーカントリークラブ」（大浴場付）にて
１ラウンド（スループレー）
【プレー費別途・キャディ・乗用カート付】

  観光ご希望のお客様は各種オプショナルツア－をご用意しております。【別途料金】

＝台北空港（17：25頃発）   （所要時間約2時間35分）　 関西空港（20：50頃着）

2
日
目

3
日
目

熱海
2日間

サンライズカントリー
クラブ

中華創作料理メニュ－（一例）

活気溢れる台北市内の夜景ミラマーカントリークラブ　

春の訪れ、早咲きの河津桜

オーシャンビューの和室ベッドルーム 稲取つるし雛

名物・金目鯛のしゃぶしゃぶ

山路を登りながら

山路を登りながら
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旅のPoint 歴史ある古民家を移築して誕生した「匠の技」が息づくその贅沢な空間
と日本の伝統美を現代の感性で進化させた「葛城北の丸」にご宿泊。２つ

のひなまつりと１０年をかけて復元された名古屋城・本丸御殿の見学をお楽しみください。

同行いたします添乗員

旅行期間：平成３１年２月１０日（日）～１１日（月・祝）旅行期間

お一人様 105,000円（2名様1室）旅行代金

10名（最少催行人数6名）募集人数

袋井「葛城北の丸」（藤殿ツイン）宿泊施設

2-20

遠州から尾張へ ２つのひなまつり
「可睡斎ひなまつり」と「尾張徳川家の雛まつり」 2日間

三洋航空サービス 担当：平野

静岡
愛知
2日間

1
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/11
(月・祝)

2/10
(日)

【集合場所：新大阪駅 ９時３０分予定】
新大阪駅／京都駅　 掛川駅＝可睡斎ひなまつり（昼食と見学）
＝目の霊山「油山寺」ごりやくめぐり（方丈と宝生殿、書院にて重要文化財や寺
宝を見学）＝旅館　　　　　　　　　　

＜葛城北の丸＞
旅館にて朝食　
旅館＝徳川美術館「尾張徳川家の雛まつり」見学と昼食
＝名古屋城（１０年の時を経て復元された本丸御殿見学）
＝名古屋駅　 京都駅／新大阪駅（１７：００頃着）

2
日
目

三洋航空サービス 担当：平野2-19

同行いたします添乗員

平成３１年２月１０日（日）～１１日（月・祝）旅行期間

お一人様 159,000円（2名様1室）旅行代金

10名（最少催行人数6名）募集人数

航空機、現地貸切バス（運行バス会社：仙台バス）交通機関

遠刈田温泉「竹泉荘 chikusenso Mt. Zao Resort & Spa」
※客室はデラックスツイン、デラックス畳のどちらかをお選びください

宿泊施設

旅のPoint

お泊りのホテル「竹泉荘 chikusenso Mt. Zao Resort & Spa」ではかけ流しの温
泉とスパに癒され、料理長自慢の日本料理に舌鼓。至極のひと時をお過ごしください。

蔵王の大雪原は、快適な大型雪上車「ワイルドモンスター号」デラック
スクラスに乗って、息をのむほどの大パノラマをお楽しみください。バ

ス座席２シート利用！この季節ならではの景色は圧巻です。

世界的に希少な自然現象の芸術品「樹氷めぐり」と
蔵王山麓に佇むリゾートホテル「竹泉荘 chikusenso Mt. Zao Resort & Spa」の休日 2日間

宮城
2日間

新幹線【グリーン席･禁煙車】、現地貸切バス（運行バス会社：遠江観光）交通機関

1
日
目

2
日
目

旅行スケジュール日次 月日 （食事：朝1回・昼2回・夕1回） 

2/10
(日)

2/11
(月・祝)

旅館にて朝食　
旅館（ゆっくりめの出発）＝すみかわスノーパーク（暖房付乗用雪上車「ワイルド
モンスター」に乗って大自然が織りなす雪と氷の世界・蔵王の樹氷高原を探勝、1ラ
ンク上のデラックスクラスの雪上車で快適なツアーを満喫）＝遅めの昼食 
＝仙台空港　 伊丹空港（１８：30頃着）

【集合場所：伊丹空港 9時頃予定】
伊丹空港　 仙台空港＝雪景色の松島（昼食と見学）
＝みやぎ蔵王こけし館（史に名を連ねる工人たち330人の作品約5000点展示・
こけしひなまつり開催中）
＝旅館
★宿泊：広さ、素材、デザインに拘った客室で寛ぎのひとときを
★温泉：樹々の薫りにつつまれて静寂に浸る自家源泉かけ流しの湯
☆夕食：旬の味覚や季節を先取りした食材を取り入れた懐石料理　　
＜遠刈田温泉「竹泉荘 chikusenso Mt. Zao Resort & Spa」>

名古屋城 本丸
御殿

葛城北の丸 客室一例

可睡斎ひなまつり 葛城北の丸 藤殿客室イメージ

デラックスツイ
ン客室一例

ワイルドモンスター デラックスクラス座席樹氷めぐり

雪上車ワイルドモンスター
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